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本市では、平成 21 年度から「障害」にかわり「障がい」の表記を⽤いてい

ます。ひらがな表記の「趣旨」、「基本的な考え方」は、次のとおりです。 
 
１ 趣旨 

（１）「害」という漢字の否定的なイメージを考慮するとともに、差別感や不
快感をもつ人が少しでもいる限り、その気持ちを尊重して改める。 

（２）変更することで、市⺠の障がいに対する関⼼・理解を深め、市⺠の意
識醸成につながることを期待する。 

 
２ 基本的な考え方 

人や人の状況を表す「障害」の表記については、条例・規則・要綱等にお
ける表記を除き、原則として、ひらがなの「がい」を⽤いる。ただし、次の
適⽤除外項目に該当する場合は漢字表記とする。 
 
【適⽤除外項目】 
ア 法令、条例・規則・告⽰等の名称 
イ 法令、条例等で規定されている⽤語、制度・事業等の名称 
ウ 関係団体・施設等の固有名称 
エ 人や人の状態を表さないもの 
オ その他ひらがな表記とすることが適当でないもの

『障がい』の表記について
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１ プランの策定にあたって 

 
 

高松市においては、平成 15 年 12 月に障害者基本法に基づく障害者計画として「新
高松市障害者計画」を策定して以降、制度改正等の情勢変化を踏まえつつ、前プラン
である「たかまつ障がい者プラン（平成 27 年度〜平成 29 年度）」まで、プランに基
づく障がい者施策の総合的・積極的な展開を図ってきました。このような中、前プラ
ンが、平成 29 年度に計画期間が満了となることから、その取組を継続するとともに、
本市の障がい者を取り巻く現状と課題を踏まえ、国の障がい者施策の新たな動向等に
も即して、一層の取組の充実を目指す指針として、「たかまつ障がい者プラン（2018
（平成 30）年度〜2020 年度）」を策定しました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
「障害者の権利に関する条約」の締結 

平成 26 年１月、障がい者の人権や基本的自由の享有を確保し、障がい者の
固有の尊厳の尊重を促進するため、障がい者の権利を実現するための措置等が
規定され、障がいに基づくあらゆる差別の禁止、障がい者が社会に参加し包容
されることの促進、条約の実施を監視する枠組みの設置等が定められました。 

 
国内関係法の動向 

平成 23 年８月「障害者基本法の一部を改正する法律」の施⾏ 
平成 24 年 10 月「障害者虐待防止法」の施⾏ 
平成 25 年 4 月「障害者総合⽀援法」の施⾏（一部は平成 26 年４月施⾏） 
平成 25 年４月「障害者優先調達推進法」の施⾏ 
平成 28 年４月「障害者差別解消法」の施⾏ 
平成 28 年５月「成年後⾒制度の利⽤の促進に関する法律」の施⾏ 
平成 28 年６月「障害者総合⽀援法」及び「児童福祉法」の一部改正 

（平成 30 年４月施⾏） 
平成 28 年６月「発達障害者⽀援法」の一部改正（平成 28 年８月施⾏） 

近年の障がい者施策の主な動向 
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（１）雇用・就労の促進 
障がい者が地域で自⽴した⽣活を送るためには、就労は重要な役割を担ってい

ます。 
一般就労する障がい者数は増えていますが、依然障がい者雇⽤率は⼗分といえ

ない状況であり、引き続き就労を希望する障がい者への理解の促進や、⽀援の充
実が必要となっています。 

（２）安全・安心な生活環境の整備 
障がい者の社会参加を促進する上で、障がい者のみならず、子どもや高齢者等、

誰もが円滑かつ快適に、施設や公共交通機関等を利⽤できるようにする、ユニバ
ーサルデザインのまちづくりを進めることが必要です。 

また、地域での安全な⽣活を確保するために、防災体制の充実や防犯環境の整
備が必要です。 

（３）障がい者の権利擁護 
平成 24 年 10 月施⾏の「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する⽀援等

に関する法律（障害者虐待防止法）」や平成 28 年 4 月施⾏の「障害を理由とす
る差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）」、平成 28 年 5 月施⾏
の「成年後⾒制度の利⽤の促進に関する法律」等に基づき、障がい者の尊厳が重
んじられ、その尊厳にふさわしい⽣活が保障されるよう障がい者の権利擁護を推
進することが必要です。 

（４）情報・相談支援の充実 
情報については障害福祉サービス等の情報が必要なときに受け取れること、相

談についても必要なときに相談できることが求められています。相談機能の⾒直
し、相談窓口の周知、誰にもわかりやすい情報提供の再検討が必要です。また、
地域共⽣社会の実現を目指す中で、基幹相談⽀援センターを始め様々な相談機関
が連携する包括的な⽀援体制を整え、複合課題の包括的な⽀援、新たな地域課題
の掘り起こしが必要です。 

（５）社会参加の促進 
公共施設のバリアフリー化や公共交通機関の充実を始め、障がいのある人でも

参加しやすいイベントの開催等で障がい者が社会参加しやすい環境づくりが求
められています。 

スポーツや文化・芸術活動を通じて障がい者が社会参加しやすい環境づくりに
取り組むとともに、外出しやすい環境づくりをすることが必要です。 
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本プランは、国の「障害者基本計画」及び香川県の「かがわ障害者プラン」を踏ま
えるとともに、本市の上位計画である「第６次高松市総合計画」との整合を図るとと
もに、福祉、まちづくり等に関する本市の関連計画と調和するものとしています。 

 
計画の位置づけ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本プランの計画期間は、2018（平成 30）年度から 2020 年度までの 3 年間としま
す。 

なお、制度変更等により、プランの前提に⼤きな影響を与える変化が⽣じた場合等
は、計画期間中においても必要に応じて内容の⾒直しを⾏います。 

  

第６次高松市総合計画 

高松市地域福祉計画 

たかまつ障がい者プラン 

高松市高齢者保健福祉計画 

高松市子ども・子育て支援推進計画

高松市健康都市推進ビジョン 

【国】障害者基本計画 【県】かがわ障害者プラン 



 

 
4 

２ プランの基本的な考え方 

 
本プランにおいては、地域住⺠や地域の多様な主体が「我が事」として参画し、人

と人、人と資源が世代や分野を超えて「丸ごと」つながることで、住⺠一人一人の暮
らしと⽣きがい、地域をともに創っていく地域共⽣社会の実現を目指していきます。 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
「障がいのある人もない人も分け隔てなく」 

障がいの有無に関わらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人と
して尊重し合いながら共⽣する社会を目指し、障がいのある人もない人も同じよ
うに⽣活し、活動できる社会をつくっていきます。

「お互いに人格と個性を尊重し合いながら」 
障がい者に対する差別は重⼤な人権侵害であることから、障がいの有無に関わ

らず、誰もが相互に人格と個性を尊重し、すべての人の人権が尊重される社会を
目指して、あらゆる差別の解消に向け、社会全体で取り組んでいきます。 

「笑顔で暮らすことのできる」 
障がいの有無に関わらず、すべての人が自己決定に基づき、地域の中で自らの

望む⽣活のできる社会を目指し、社会を構成する一員として、社会活動に参加す
る機会を確保するとともに、どこで誰と⽣活するかについて選択の機会を確保
し、障がいがあっても、地域の中で意思疎通・選択・⾏動が可能な、共に⽣きる
ことのできる、安全・安⼼な社会をつくっていきます。

「バリア（障壁）のない地域共生社会の実現」 
障がい者の活動の制限、社会参加の制約、障がいを理由とする差別のない、社

会的障壁が除去された地域共⽣社会を目指し、障がいのある人もない人も分け隔
てなく、等しく基本的自由を享受することができるように、地域社会全体で必要
かつ合理的な配慮を推進していきます。 

 

障がいのある人もない人も分け隔てなく、 
お互いに人格と個性を尊重し合いながら、 

笑顔で暮らすことのできる、 
バリア（障壁）のない地域共生社会の実現 
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基本理念の実現に向けた取組を推進するに当たり、施策展開における基本方針を次
のように定めます。これは、障がい者施策を推進するに当たって、横断的視点として、
そのすべての取組の基礎となるものであり、共通に位置づけられる指針となります。 

 
◆ 自己決定の尊重・意思決定の支援 

障がい者を、自らの決定に基づき社会のあらゆる活動に参加する主体としてと
らえ、施策の策定や推進に当たっては、障がい者の自己決定を尊重するとともに、
適切な意思決定等を⾏えるよう、必要な⽀援を⾏います。 

◆ 個別性に応じた支援 

障がい者施策の策定・推進に当たっては、障がい者の年齢、性別、障がいの状
態、⽣活の実態等、障がい者の個別性に配慮し、一人一人の多様な属性に応じた
適切な⽀援を⾏います。 

◆ ライフステージに応じた切れ目のない支援 

障がい者の自⽴と社会参加の⽀援という観点から、障がい者のライフステージ
に応じて、保健、医療、福祉、教育、就労等、様々な関係機関が連携し、障がい
者の⽴場に⽴った切れ目のない⽀援を⾏います。 

◆ 社会的障壁の除去と合理的配慮の普及 

障がい者の地域⽣活と社会参加において、その阻害要因となる社会的障壁の除
去を推進し、ソフト・ハードの両面にわたる社会のバリアフリー化を推進すると
ともに、障がいを理由とする差別の解消、合理的配慮の普及に向けた取組を推進
し、障がい者の住みよい社会づくりに向けた環境整備を⾏います。 

◆ 地域のあらゆる住⺠が地域・暮らし・生きがいをともに創り、 
高め合うことができる地域共生社会の実現

障がいのある人もない人も分け隔てなく、地域住⺠や地域の多様な主体が我が
事として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて丸ごとつながることで、
住⺠一人一人の地域と暮らし、⽣きがいをともに創っていく地域共⽣社会の実現
に向けて、環境整備の⽀援を⾏います。 
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３ 施策体系 
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４ 施策の展開 

１．理解と交流の推進 
地域共⽣社会の実現のためには、すべての市⺠が障がいについて正しく理解し

ていくことが⼤切になります。障がいに対して⼗分な理解を深めることができる
よう、日常的・継続的な啓発・広報活動を展開します。 

また、子どもの時期からの障がい理解に向け、福祉教育の充実を図るとともに、
地域福祉やボランティア活動等の取組を通じ、理解と交流を促進します。 

２．保健・医療の充実 
障がい者が地域社会で安⼼して⽣活していくためには、いつでも医療の受けら

れる環境、障がいの重度化の予防等においては、障がいの早期発⾒・対応体制や
リハビリテーションの体制の充実が必要です。また、障がい者の高齢化に伴い、
介護保険事業との連携も重要となっています。 

障がい者一人一人の状況に応じた適切な保健・医療サービスやリハビリテーシ
ョンを提供するとともに、障がいの原因となる疾病等の予防や障がいの重度化予
防のための保健・医療サービス及び精神保健福祉対策や難病対策等の充実を図り
ます。 

３．早期療育と学校教育の充実 
障がい者の自⽴と社会参加において、教育は重要な役割を担います。障がい児

の健やかな発達・発育を促し、必要な教育が受けられるよう、障がい特性を踏ま
えた障がい児やその保護者への相談⽀援体制の充実、一人一人のニーズに応じた
きめ細かな⽀援を⾏うとともに、教育・福祉・保健・医療等、関係機関の連携を
さらに強化するとともに、「子ども子育て⽀援推進計画」との整合性を図りなが
ら切れ目のない障がい児⽀援の一層の充実を図ります。 

また、国の動向等も踏まえながら、特別⽀援教育の充実を図るとともに、教育
の場においても「合理的配慮」を踏まえた取組を推進し、本市におけるインクル
ーシブ教育の充実を図ります。

４．生活支援の推進
障がい者が住み慣れた地域で自⽴した⽣活を送るためには、⽣活に必要なサー

ビスを自由に選ぶことができるようにしていくことが重要となります。 
また、介護者の高齢化対応や介護疲れからの虐待防止等の観点からも家族介護

者の負担の軽減も必要となっています。 
障がい者の様々なニーズに対応する障害福祉サービス等の質・量の充実、適切

な住まいの確保等の取組を推進し、地域共⽣社会の実現に向けて、施設や入院か
ら地域⽣活への移⾏者も含め、必要な⽀援やサービスを利⽤しながら、本人の希
望する地域⽣活が可能となるよう、地域を基盤とする包括的⽀援の強化を図りま
す。 
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５．雇用・就労の促進 

障がい者の社会参加や経済的自⽴において、就労は重要な役割を担います。障
がい者の雇⽤・就労の促進を図るため、福祉・教育・労働関係機関等との連携体
制を整備し、法定雇⽤率の遵守等、雇⽤促進に向けて企業等へ積極的な啓発を⾏
うとともに、企業等における障がい理解の促進や⽀援の充実を通じ、雇⽤の場の
拡⼤を推進します。 

また、就労訓練や就労⽀援サービス等の充実を図り、障がい者の個性やニーズ
に応じた一般就労⽀援を⾏うとともに、一般就労が困難な人の働く場として福祉
的就労の基盤の充実を図り、様々な状況の障がい者が働くことのできる環境の整
備に取り組みます。 

さらに就労後の相談・⽀援体制の充実を図り、職場定着を促進します。 
６．安全・安心な生活環境の整備

障がい者が地域で安全・安⼼に暮らせるように、公共施設や道路等、都市基盤
のバリアフリー化を引き続き推進するとともに、外出⽀援等の充実を図り、安全
に外出等ができる環境整備に取り組みます。 

また、障がい者は災害弱者になりやすいことから、⼤規模災害時の避難⽀援や、
障がい者に配慮した避難所の運営等、防災体制の一層の充実に取り組みます。さ
らに、障がい者の防犯、消費者被害の防止等の対策の充実を図ります。 

７．障がい者の権利擁護 
平成 24 年に「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する⽀援等に関する法

律（障害者虐待防止法）」の施⾏や平成 28 年に「障害を理由とする差別の解消
の推進に関する法律（障害者差別解消法）」、「成年後⾒制度の利⽤の促進に関
する法律」の施⾏等、権利擁護に関する法律や制度は時代とともに変化していま
す。法律や制度に基づき権利擁護の充実を図り、障がい者の尊厳が重んじられ、
その尊厳にふさわしい⽣活が保障されるよう障がい者の権利擁護を推進するこ
とが必要です。 

８．情報・相談支援の充実 
地域共⽣社会の実現を目指す中で、世帯の複合課題や新たな地域課題に対応す

るため、障がい者が住み慣れた地域で自⽴した⽣活が送れるよう、障がい者の
様々なニーズに対応した相談⽀援体制の充実や必要な⽀援、サービスを利⽤しな
がら、本人の希望する地域⽣活が可能になるような基盤の整備、様々な分野にわ
たって抱えた課題を地域ぐるみで解決する仕組みづくりに取り組みます。 

また、年齢や障がいの有無などに関係なく、誰でも必要な情報を入⼿し、利⽤
しやすい環境づくりに取り組みます。

９．社会参加の促進
スポーツ、文化・芸術活動等は障がい者の社会参加において重要な役割を担っ

ています。社会参加という観点だけではなく⽣活において⽣きがいや活⼒の源と
もなるため、スポーツ⼤会の開催や文化・芸術活動への⽀援等、様々な活動への
⽀援を⾏っていきます。 

また、障がい者社会参加の促進を図ることで市⺠への障がいや障がい者への理
解促進を図ります。 
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５ 障がい福祉計画に関する目標等 

 
障がい福祉計画では、障がい者等の自⽴⽀援の観点から、地域⽣活移⾏や就労⽀援

といった課題に対応するため、目指すべき成果目標を定めることとされており、本プ
ランでは、2020 年度を目標年度とした成果目標を定めることになります。 

成果目標の基準は国が定めており、この基準を踏まえながら、県の目標との整合も
図りつつ、本市における目標を設定するものとします。 

※本市では 2017（平成 29）年度末に整備。2018（平成 30）年度開設予定  

項目 国の基準 基準数値 目標値

福祉施設の入
所者の地域⽣
活への移⾏ 

2016（平成 28）年度末時点での施設入所者の９％以
上が地域⽣活へ移⾏ 364 人 36 人 

2020 年度末の施設入所者数を 2016（平成 28）年度
末時点の施設入所者から２％以上削減 364 人 356 人

（8 人減）
精神障がいに
も対応した地
域包括ケアシ
ステムの構築 

2020 年度末までに、すべての市町村ごとに協議会や
その専門部会等保健、医療、福祉関係者による協議の
場を設置 ― １か所 

地域⽣活⽀援
拠点等の整備 

2020 年度末までに各市町村⼜は圏域等に地域⽣活⽀
援拠点を少なくとも一つ整備 ― ※１拠点 

福祉施設から
一般就労への
移⾏ 

2020 年度末までに 2016（平成 28）年度実績の 1.5
倍以上が福祉施設から一般就労へ移⾏ 31 人 54 人 

2020年度末までに就労移⾏⽀援事業の利⽤者を 2016
（平成 28）年度末の利⽤者から 2 割以上増加 45 人 58 人 

2020 年度末までに就労移⾏⽀援事業の利⽤者のうち
就労移⾏率が 3 割以上の事業所を全体の 5 割以上 6 か所 3 か所 

就労定着⽀援による⽀援開始 1 年後の職場定着率 8 割
以上 ― 80％

障がい児⽀援
の提供体制の
整備 

2020 年度末までに、児童発達⽀援センターを各市町
村及び圏域等に少なくとも１か所以上設置 ― ２か所 

2020 年度末までにすべての市町村において、保育所
等訪問⽀援を利⽤できる体制を構築 ― 有 

2020 年度末までに、主に重症⼼⾝障害児を⽀援する
児童発達⽀援事業所を各市町村及び圏域等に少なくと
も１か所以上確保 

― １か所 

2020 年度末までに、主に重症⼼⾝障害児を⽀援する
放課後等デイサービス事業所を各市町村及び圏域等に
少なくとも１か所以上確保

― ２か所 

医療的ケア児が適切な⽀援を受けられるように、2018
（平成 30）年度末までに、県、各圏域、各市町村にお
いて、保健、医療、障がい福祉、保育、教育等の関係
機関等が連携を図るための協議の場を設ける

― １か所 
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サービス名 単位 
2018 

(平成 30) 
年度

2019 
(平成 31) 

年度 

2020 
年度 

訪問系サービス 
（居宅介護、重度訪
問介護、同⾏援護、
⾏動援護） 

利⽤人数（人／月） 626 634 640

利⽤時間（時間／月） 18,561 18,866 19,181

療養介護 利⽤人数（人／月） 100 100 100

⽣活介護 
利⽤人数（人／月） 832 872 913
サービス利⽤量（人日／月） 17,225 18,036 18,887

短期入所 
（福祉型） 

利⽤人数（人／月） 517 543 569
サービス利⽤量（人日／月） 2,316 2,429 2,548

短期入所 
（医療型） 

利⽤人数（人／月） 5 5 5
サービス利⽤量（人日／月） 10 10 10

自⽴訓練 
（機能訓練） 

利⽤人数（人／月） 22 24 26
サービス利⽤量（人日／月） 411 450 492

自⽴訓練 
（⽣活訓練） 

利⽤人数（人／月） 29 31 32
サービス利⽤量（人日／月） 436 469 504

就労移⾏⽀援 
利⽤人数（人／月） 51 54 58
サービス利⽤量（人日／月） 806 851 898

就労継続⽀援 
（Ａ型） 

利⽤人数（人／月） 150 158 167
サービス利⽤量（人日／月） 2,992 3,142 3,299

就労継続⽀援 
（Ｂ型） 

利⽤人数（人／月） 701 735 769
サービス利⽤量（人日／月） 13,194 13,864 14,569

就労定着⽀援 利⽤人数（人／月） 3 6 9
共同⽣活援助 
（グループホーム） 利⽤人数（人） 251 256 261

施設入所⽀援 利⽤人数（人） 347 347 347
自⽴⽣活援助 利⽤人数（人） 1 2 3
計画相談⽀援 利⽤人数（人） 2,517 2,596 2,677
地域相談⽀援 
（地域移⾏⽀援） 利⽤人数（人） 1 2 3

地域相談⽀援 
（地域定着⽀援） 利⽤人数（人） 1 2 3
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①必須事業 

サービス名 単位 
2018

(平成 30)
年度

2019 
(平成 31)

年度 
2020 
年度 

相談⽀援事業   
 理解促進研修・啓発事業 事業数（件／年） 4 4 4
 自発的活動⽀援事業 委託等事業所数（件／年） 1 1 1
 障害者相談⽀援事業 委託事業所数（件／年） 11 11 11

 基幹相談⽀援センター等 
機能強化事業 実施有無（件／年） 有 有 有 

 住宅入居等⽀援事業 実施有無（件／年） 有 有 有
成年後⾒制度利⽤⽀援事業   
 成年後⾒制度利⽤⽀援事業 利⽤件数（件／年） 10 10 10

 成年後⾒制度法人後⾒⽀援
事業 利⽤件数（件／年） 0 0 0

意思疎通⽀援事業 利⽤件数（件／年） 1,147 1,204 1,264
日常⽣活⽤具給付等事業   
 介護・訓練⽀援⽤具 利⽤件数（件／年） 30 30 30
 自⽴⽣活⽀援⽤具 利⽤件数（件／年） 60 60 60
 在宅療養等⽀援⽤具 利⽤件数（件／年） 90 90 90
 情報・意思疎通⽀援⽤具 利⽤件数（件／年） 90 90 90
 排泄管理⽀援⽤具 利⽤件数（件／年） 11,065 11,618 12,198
 住宅改修費 利⽤件数（件／年） 10 10 10
⼿話奉仕員養成研修事業 利⽤件数（件／年） 60 60 60

移動⽀援事業 
総利⽤時間（時間／年） 45,160 46,878 48,662
実人員（人／年） 652 683 715

地域活動⽀援センター機能強化
事業 

サービス利⽤量（人／日） 134 134 134 
実人員（人／月） 698 698 698 

 
Ⅰ型 

サービス利⽤量（人／日） 70 70 70
 実人員（人／月） 400 400 400
 施設数（か所） 7 7 7
 

Ⅱ型 
サービス利⽤量（人／日） 35 35 35

 実人員（人／月） 250 250 250
 施設数（か所） 6 6 6
 

Ⅲ型 
サービス利⽤量（人／日） 29 29 29

 実人員（人／月） 48 48 48
 施設数（か所） 6 6 6
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②任意事業 

サービス名 単位 
2018

(平成 30)
年度

2019 
(平成 31) 

年度 
2020 
年度 

福祉ホーム 施設数（か所） 4 4 4
訪問入浴事業 利⽤人数（人／年） 200 200 200
日中一時⽀援事業 利⽤日数（人日／年） 6,888 6,902 6,915
社会参加促進事業 
(障害者スポーツ⼤会） 参加人数（人） 190 190 190

 

６ 障がい児福祉計画に関する目標等 

児童福祉法及び障害者総合⽀援法の一部改正に基づき、本プランから障がい児の通
所⽀援や相談⽀援の提供確保等について定める障がい児福祉計画を新たに策定する
ものです。 
 

①障害児通所支援 

サービス名 単位 
2018

(平成 30)
年度

2019 
(平成 31) 

年度 
2020 
年度 

児童発達⽀援 
サービス利⽤量（人日／月） 1,485 1,568 1,655
利⽤人数（人／月） 172 182 191

医療型児童発達⽀援 
サービス利⽤量（人日／月） 122 122 122
利⽤人数（人／月） 15 15 15

放課後等デイサービス 
サービス利⽤量（人日／月） 4,380 4,621 4,875
利⽤人数（人／月） 519 546 575

保育所等訪問⽀援 
サービス利⽤量（人日／月） 13 14 15
利⽤人数（人／月） 13 14 15

居宅訪問型児童発達⽀援 
サービス利⽤量（人日／月） 42 56 70
利⽤人数（人／月） 3 4 5

 
②障害児相談支援等 

サービス名 単位 
2018 

(平成 30)
年度

2019 
(平成 31)

年度 

2020 
年度 

障害児相談⽀援 利⽤人員（人） 692 725 759
医療的ケア児に対する関連
分野⽀援コーディネーター 配置人数（人） 0 1 1
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７ プランの推進 

 
○ プランの施策の実施に当たっては、庁内組織の「高松市障害者施策推進委

員会」を中⼼に、総合的な取組を推進します。 
 
○ プランの進捗状況、目標達成状況等の確認及び⾒直しを⾏う場として、市

⺠代表、関係団体・機関等の代表者、学識経験者などで構成する「高松市障
害者施策推進懇談会」を位置づけ、継続的な点検・評価を⾏うほか、関係機
関等において目標を共有化し、一体的にプランの推進に取り組みます。 

 
○ PDCA サイクルによるマネ

ジメントを実施し、毎年度を
1 サイクルとしてプランの進
捗管理を⾏います。プランに
おいて設定した目標、事業量
の⾒込み等を踏まえ、施策の
実施状況、目標達成状況、今
後の実施方針等を整理・検討
し、その結果を上記の推進体
制において点検・評価するこ
とで、着実なプランの推進を
図ります。 

 
○ プランの内容を広く公表し、

市⺠への周知を図るとともに、
市ホームページや冊子を始め、様々な媒体を活⽤して、本市の障がい者福祉
の理念や施策の内容をわかりやすく紹介します。 

 

 

PLAN

プランの
立案

DO

事業の

実施

CHECK

事業の評
価・検証

ACT

プランの
改善
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